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日 曜 行事予定 
図書室 

開放 

1 水 Ｂ４ 始業式（8:40～）   

2 木 

東京 2020大会競技観戦(2,4)(14:25-

19:25)→中止 

給食始 カツオ体験（5）1～4ｈ   

3 金 

東京 2020大会競技観戦(1,6)(9:30-

12:45)→中止   

4 土     

5 日 東京 2020パラリンピック終   

6 月 

測定(6) 

リーダー会 多摩川（4）→延期   

7 火 

補習始 測定(3)  

都学力向上調査(4,5,6)    

8 水 

Ｂ４（校内研究で 3-2 のみ 5 時間授業）  

測定(5) 6年生会議 

下水道出前授業（4）2～3ｈ   

9 木 

測定(2） 

下水道出前授業（4）2～3ｈ   

10 金 測定(4)   

11 土 

土３ 土曜授業➂(木曜時間割）  

土曜補習教室➂    

12 日     

13 月 Ｂ クラブ活動⑥ 測定(1)   

14 火 

安全指導 

区漢字検定①     

15 水 避難訓練（不審者訓練）    

16 木 たてわり③  寿給食→中止   

17 金 防火扉体験(2,3,6) 水泳指導終    

18 土     

19 日     

20 月 敬老の日   

21 火 

運動会時間割（始） 

多摩川活動（6）   

22 水 

多摩川活動（6） 

防火扉体験(1,4,5)  遠足（2）   

23 木 秋分の日   

24 金 遠足(3)   

25 土     

26 日     

27 月 Ｂ 委員会    

28 火 遠足(5)   

29 水 リーダー会   

30 木 

こどもまつりＰＲ集会→延期 

→栽培委員会集会 

 

〇 

9 月号  令和３年 8 月３1 日 大田区立嶺町小学校 
               校長 細田 真司 

～ 学校ホームページは随時更新中です。御覧ください。～ 

～ 

 

                 「ＳＯＳ」を見逃さず          生活指導主任 大勝 久美 

 子供たちが楽しみにしていた夏休みが終わりました。のんびり過ごしたり、家族と過ごす時間が増えたりして、学

校生活の中では得られないような経験もできたのではないでしょうか。そんな中で、しっかりリフレッシュしつつも、

様々な不安や心配を抱えながら２学期を迎えた、という子もいるのではないかと思います。悲しいことですが、この

時期、子供の尊い命が自ら断たれてしまうというニュースを目にすることもあります。子供たちには、不安や悩みご

とがある時は、家族や教員など身近な大人に相談すること、また、行政機関が設置している相談ダイヤルなどの案内

もしていますが、相談すること自体が難しい場合もあります。学校でも、御家庭でも、そんな子供たちの発する SOSを

見逃さないようにしたいものです。「態度の変化（突然投げやりになる等）」「作品や作文の内容の変化」「危険な行為

を繰り返す」「自傷行為」といった行動は比較的分かりやすいサインですが、もっと小さな SOS も考えられます。「い

つもと違う表情」、「食事の様子」「起床時の機嫌」など、少しでも引っかかるものがある時は、声をかけてみましょう。                     

～「大丈夫？」 のぞく瞳が 心を救う ～ 

学校からの発信 

あきらめない心 

校長 細田 真司 
長い夏休みを終え、子供たちの元気な声が教室

に響き、学校らしい活気や明るさが戻ってきまし
た。新型コロナウイルスの感染拡大が心配される
中での２学期開始になりますが、「大田区立学校に
おける新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン」を順守し教育活動を進めてまいります。今後
も引き続き、御理解と御協力を賜りますよう、お
願い申し上げます。 
 さて、今夏は東京オリンピック・パラリンピックが
開催されました。選手たちの躍動する姿やチームや
選手をサポートされる方々、大会を運営されるスタ
ッフの皆様の献身的な姿に感動する毎日でした。中
でも一番心に残ったことは、女子バスケットボール
で日本代表チームが銀メダル獲得の快挙でした。私
は、大会前まで「バスケやバレーボールでは、身長が
低い日本は不利」と固定観念でおりましたが、決勝に
進み、劣勢でもスピードを生かし走り回る日本代表
選手を見て、自分の考えの甘さに気付かされました。
また、テレビ放映中、実況アナウンサーから、大会ベ
スト 5 に選出された町田瑠唯選手の「子供たちに、
身長が低くても諦めないことを伝えたい。」という思
いが、伝えられました。大田区をホームとする東京羽
田ヴィッキーズの本橋菜子選手も、身長の高い相手
選手にひるむことなく、存分に良さを発揮し活躍さ
れていました。 
 競技スポーツの世界だけではなく、環境の違いな
どにより生じる不利な状況や条件に「どうせ自分な
んか」と、限界を決めてしまうことがあります。経験
や知見による意識・認識の偏りを取り除くことで、自
分の可能性を広げ、人間としての成長していけるこ
とを、日本代表チームから学ぶことができました。 
 ２学期、「あきらめない心」が子供たちに身に付く
よう、教育活動を丁寧に進めてまいります。 

お知らせ 

 
■本校ホームページに今年度の学校自己評価を掲載
いたしました。どうぞ御覧ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スクールカウンセラー来校日 
 

（堀口ＳＣ）  ２日(木)  ９日(木)  １６日（木） ３０（木） ①  9:00～ ②11:00～ ③14:00～ 
（発田ＳＣ）  １日(水)  ８日(水)  ２９日（水）       ①11:00～ ②14:00～ ③1５:２0～ 

避難訓練（東京都防災の日） 

           生活指導部 牛山 和也 

 

９月１日を「防災の日」としたのは、大正１２年の 

９月１日に、甚大な被害をもたらした関東大震災が発

生したことや、台風の多い時期であることが理由とさ

れています。毎年、この日を含む１週間は、防災の知

識を高めたり普及させたりすることを目的とする「防

災週間」とされています。 

本校では、地震の際の身の守り方や不審者が侵入し

てきた際の対応、津波の場合の避難の仕方などいろい

ろな想定のもと、月に一度の避難訓練を計画していま

す。今年度は、Ｊアラートが鳴った場合や複数個所で

の火災などを想定し、訓練を実施しました。 

学校外で災害が発生した場合、どうしたら良いか、

御家庭でも話しておくと、いざという時の備えになり

ます。都道府県や区市町村から、防災マップやハザー

ドマップが示されています。それも参考にしながら、

ぜひこの機会に御家庭で確認していただき、「避難場

所」や「災害が落ち着いたときに会う場所」を決めて

おくとお子様も安心できると思います。 

 学年だより 

          １年担任 秋元 桂子 

 嶺町小学校の１年生は、多くの保育園や幼稚園から

入学してきます。始めは、同じ保育園や幼稚園から上

がってきた友達を頼りにしていた子供たちも、今で

は、新しい友達と仲良く、元気に過ごしています。 

１年生は、好奇心が旺盛です。「何でもやってみた

い。真似してみたい。」と、たくさんのことに挑戦して

きました。５月から使うようになったクロムブック

も、自分の IDやパスワードの入れ方を教わると、ドリ

ル学習以外にも、グーグルミートをはじめ、学習ツー

ルとして使えるようになってきました。 

 １学期は、１年生にとっては何もかもが新しい経験

でした。１回経験するとやり方を覚えて、２回目から

は上手に行うことができました。 

２学期は、運動会や学習発表会という大きな行事が

あります。学年全員で力を合わせて成功させ、大きな

自信を付け、成長につなげていきます。 

図書館利用について 

          図書部 並木 弘美 

学校図書館には、今年度も新しい本がたくさん配

架されました。その中には、「SDGｓ（持続可能な開

発目標）」に関係する本もたくさん含まれています。

「自分にできることには、どんなことがあるのか

な。」「こんなことも SDGｓに関係あるんだ。」と、本

に触れ、自分たちの未来のためにできることを考え

るきっかけになればいいなと思っています。 

みねみんさんや学校図書館司書の御協力によ

り、「行きたくなる」「使いやすい」「居心地のよ

い」図書館になっています。子供たちが様々な本

に触れ、素敵な本に出会えるよう、多くの方に御

支援いただいていることに、感謝申し上げます。 

季節は、秋になろうとしています。お子様が持ち

帰った本を、保護者の方も一緒に読んで、本の世界

に出かけてみてはいかがでしょうか。 

 

大田区漢字検定 

             国語部 斎藤 真紀 

今年度、1 回目の大田区小学生漢字検定が、９月１４

日（火）に行われます。１年生は全員が１学期に習得し

たひらがな（14級）の検定を受けます。２年生以上は、

基本的に自分の力に応じてどの級に挑戦してもよいこ

とになっていますが、これまで学習した漢字の範囲で受

けることになります。 

漢字検定では、読み書きの他に、書き順・画数・熟語・

対義語・類義語など、多方面から出題されます。本番に

向けて、「とめる・はねる・はらう」に気をつけて、正し

い漢字を書けるように教科書や漢字ドリルを見ながら、

繰り返し練習をさせてください。 

検定本番では、小学校学習指導要領の国語別表「学年

別漢字配当表」に示されている漢字の字体を採点基準と

しています。また、文字がマスからはみ出してしまうと

減点になってしまいます。ノートのマスからはみ出さな

いように丁寧に書くことができるように御家庭でも声

をかけください。御協力よろしくお願いします。 

２回目は、２月に実施する予定です。 

 

【夏休み作品展について】                             教務 石橋 康充 

９月６日（月）～９月１７日（金）まで夏休み「自由研究」の作品展を実施します。コロナ感染予防のため、保護

者の方に来校していただくことが難しいことから、タブレット端末を使用して鑑賞していただけるようにします。

各学年で作品展の様子の写真をグーグルのドライブに入れますので、お子様がタブレット端末を持ち帰った際に御

覧ください。詳細は後日、お知らせします。 


